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環境アニメイティッドやおは、八尾市内で環境問題に取り組んでいる 
市民・市民団体・企業・教育機関などを応援するための協議会です 
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カラフルプレートキャンドルづくり 
 ろうそくの残りを再利用&カラフルな
パーツでデコレーションをしてかわいい
キャンドルが作れます。大人の方も楽し
く作ることができるブース。たまには電
気のスイッチをオフにしてオリジナル
キャンドルで心をリラックスさせてみて
はいかがでしょうか。 
 
参加費：500円 
場所：西武八尾屋上 
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環境 
イベント 

■ 問合わせ先（事務局） ℡：072-924-9359 FAX：072-924-0182 ホームページ：http://www.eco-ani-yao.org/                  

 間近に迫った10月23日。今年で12回目
となるいきいき八尾環境フェスティバルが
開催されます。八尾の自然環境や文化・歴
史について、子どもから大人まで体験しな
がら学べるお祭りです。 
 

◆西武八尾店は「つくる」 
 西武８階では、エコものづくりという
テーマで、普段捨ててしまうものをリサイ
クルしたり、自然にある材料を使って自分
だけのオリジナルグッズを作ることができ
ます。屋上では八尾の特産物を使った食べ
物も販売しており、それらを買ってその場
でピクニックが行えます。ものづくり以外
にも伝統の文化・遊び、おもしろい体験が
出来るブースなどが盛りだくさん！ 

◆アリオ八尾は「みる」 
 環境について考えるって難しい・・・と
いうイメージを変えてくれる場所がここ！
ショーや紙芝居など、楽しみながら知識が
身につくコンテンツが集結しています。 
 「FMちゃお」では10時から公開生放送
も行います。目玉企画のお話やこのフェス
のテーマ曲を作り上げた団体、「はちの
じ」による生歌も聞くことができます。お
得な情報をぜひ見逃さないように！ 

地球戦士ゼロスがやってくる！ 
 絶大な人気を誇るなにわのヒーロー
地球戦士ゼロスが、地球の環境を守る
ためやってきます。地球を破壊する悪
と戦うには、みんなの力も必要だ！ゼ
ロスを応援してみんなで悪をやっつけ
よう！ 
 
場所：１階レッドコートステージ 
時間：11時10分～11時30分 
 
八尾の生き物展示 
 八尾はとても自然が豊かで、それと
共に生態系も豊富。八尾に住む貴重な
水辺の生き物を見れば大人も子どもも
心奪われること間違いなし！好きな水
生生物に投票することもできます。 
 
場所：１階インフォメーション前 
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◆実行委員 フル稼働中！ 
 今年度は広報、マネジメント、渉外、企
画と大人も学生もチームに分かれて活動し
てきました。 
 広報班は、フェスティバルのチラシをつ
いに完成させることができました。４月か
ら構想を練り、形になった喜びは非常に大
きいものです。八尾っ子たちのもとに届い
てると思うとワクワクがとまりません。 
 渉外班は、夏に企業への直接訪問をした
り電話を通してフェスティバルに協力して
いただける企業様とお話を重ねてきました。 

 企画班は、出展者様との連携をとり、
内容を充実させるために常に引っ張って
くれました。昨年度から引き続きフェス
ティバルを作っている方々。今年から参
加している方々。たくさんの人たちの協
力があってここまで準備が進んでいま
す！当日はそんな方たちに感謝しながら、
盛り上がっていきたいと思います。10月
23日はぜひいきいき八尾環境フェスティ
バルへお越しください！ 

◆大阪経済法科大学は「まなぶ」 
 高安山の山麓に立つ花岡キャンパス。緑
に囲まれたこの会場では、自然体験に加え
て、環境ポスター発表や講演会も行われま
す。 
ドビ流し 
 絶滅危惧種のニッポンバラタナゴ。そん
な貴重な種が花岡キャンパスのふれあい池
にいるんです。その池にたまったヘドロを
流して、すみかをきれいにし、池を大調査
します！ 
 

場所：ふれあい池 
時間：11:00～、13:00～ 
 
掻い掘りで貝堀り 
 ニッポンバラタナゴが生息するには欠か
せない存在のドブガイ。 
そんな貝を自分で探して 
観察してみよう。 
 

場所:ふれあい池 
時間：11:30～、14:00～ 

この二つの企画は 
長ぐつ、タオル、 
着替えが必要です！ 

講演会 
「やおのみどりがおりなす 
    生きるための知恵と作法」 
 養父 志乃夫 氏 
（和歌山大学 大学院 
       環境システム学科 教授） 
 

 場所：クロノス３階 ガリオン 
 時間：15:30～17:30 
 
歴史ウォーク 
 高安の史跡を巡りながら、歴史を学びま
しょう。一時間半の探検に出ませんか？
ゴールは花岡キャンパスです！ 
 

集合：10:30服部川駅 
 
 

■河内の風No.135（2016年9月号）2ページの記事に名前の誤りがございました。下記の通り訂正し、お詫びいたします。 
 誤）はちのじ 坂倉 珠理さん  正）はちのじ 坂倉 珠里さん 

か    ぼ       かいぼ 



■ あらすじ ■ 
 
 遠江国(とおとうみ：静岡県)の宿の女主人熊
野は、都で平宗盛(たいらのむねもり)に仕えて
いました。 
 ある日、国元から侍女の朝日(あさひ)が来て、 
熊野の老母の重病を伝えます。熊野は老母のも
とに帰りたいと平宗盛に願うが許されず、清水
寺の花見に同行を命じられます。 
 花見の席で熊野は老母を案じながら舞を舞い、
歌を詠み、平宗盛にみせます。それに心を打た
れた宗盛は、熊野の帰郷を許すという『平家物
語―巻十』を基にした能曲です。 
 

（坂上 弘子さん） 

（７） 
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今年は、10月8日（土）9：00～12：00  

安中町五丁目公園（JR八尾駅から 徒歩5分）にて開催 
※雨天の場合は市立安中小学校体育館 

 ＦＭちゃお取材日記より（７） 

 「秋の水辺まつり」 

八尾の 

見どころ 

八尾と 

能楽 
高  

 能楽高安流ワキ方の発祥地は玉祖神社を中心
とする地域と考えられています。 
 それに因み、高安能未来継承事業推進協議会
の主催で、平成２４年から毎年、玉祖神社にお
いて薪能が催されています。本年は下記のよう
に行われます。 
 
■ 日時  10月15日（土）17時 開演 
■ 場所 玉祖神社境内 
■ 能  「熊野（ゆや）」上演 
  仕舞 「井筒」「弱法師」 
■ 立ち見観賞自由  
  有料イス席：1,500円（150席予定） 

～ちゃおブログより～ 
こんにちは！吉原麻梨子です。 
 
本日、安中町5丁目公園では『長瀬川 秋の水辺まつり』 
が行われました。 
 
近隣の小学校の児童の皆さんが公園に集合し、 
色々な遊びや体験をしながら長瀬川をはじめとする川や 
海など水・水辺について学びます。 
 
司会は新家久美子さん！ 
開会式では主催者を代表して、原副市長からご挨拶があ 
りました。またこのイベント運営にご協力頂いている 
方々のご紹介もありました。 
 
開会式の後はそれぞれのブースでイベントがスタート！ 
みなさん思い思いに楽しまれていました。 

「八尾の見どころ」では、FMちゃお
で過去に取材された内容をそのまま
アーカイブ（記録保存）として、掲
載しています。 
 
「八尾ではこんなに多くのイベント
や地域の活動がありますよ！」 
を知っていただくことをコンセプト
にお届けしています♪ 

安  
薪 

能 

■ 問合わせ先（事務局） ℡：072-924-9359 FAX：072-924-0182 ホームページ：http://www.eco-ani-yao.org/                  
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今できることを 

精一杯にやろう！ 

 地元島根から大阪に出てきて３ヶ月。 
 ごみ問題に興味を持った私は「祇園祭ごみゼ 
ロ大作戦」と天神祭のごみ調査のボランティア
活動に参加しました。 
 初めての祇園祭と天神祭にボランティアとし
て参加した私は、人の多さとごみの多さに驚き
ました。そして平気でポイ捨てする人やごみで
あふれかえるごみ箱を見て私はすごく憤りを感
じました。 

 人の汚い部分がごみという形で映し出されて
いるようでした。私はこの現状を変えたいです。 
 そのためには人それぞれが意識を持つことが
必要だと思います。人の意識を変えることは簡
単なことではありません、どうすればいいかも
わかりません。なので私は今できることを精一
杯やろうと思います。 
  
（天神祭のごみゼロを考える会 西尾 大亮さん） 

イーコラム 

～もっと八尾を知ろう～  

歴史ウォークに参加して 

 環境アニメイティッドやおの一つのプロ
ジェクトである「八尾ふるさと歴史楽校」。
そのガイドをしておられる坂上さんに、今回
協力いただき、学生団体はちのじとして歴史
ウォークを実現することができました。 
 
■ テーマは「もっと八尾を知ろう」 
 
 いきいき八尾環境フェスティバルの実行委
員として、そして学生団体はちのじとして一
年以上活動を続けている私たちですが、歴史
の面から八尾を見たことってあるのかなと、
ふと疑問を抱きました。そんな中で今回形に
なったのが歴史ウォークです。 
 
■ コースは、久宝寺寺内町～八尾寺内町 
 
 京都の街並みのように碁盤の目状にきれい
に道が通っている久宝寺寺内町。 
「口」といわれる出入り口に地蔵尊が立って
いて、昔ながらの町家も多く残っていました。 
 御坊って中心地という意味だとか、式内
社って延喜式の神名帳に載っている古い神社
とか、もう初めて知ることばかりで驚きをか
くせなかったです。 
 中高で必ず日本史に触れているはずなのに、
歴史ってどこか避けられがちな科目。こうし
て実際に自分の目で見ながら学ぶ体験をもっ
と小さい頃からしていたら、歴史というもの
にみんなが興味を持てるのではないかと感じ
たりもしました。 

 八尾の寺内町には、堀と土塁で囲っている
寺内町の特徴を感じることができました。で
も街並みでこそあまり残っていないことに少
し悲しさもありました。 
 400年以上もの歴史ある久宝寺寺内町と八
尾寺内町。歴史は奥が深く、実際に私たちが
見た光景ではないので想像しながら学ぶこと
も楽しさの一つです。 
 坂上さんにたくさんの解説をいただき普段
何気なく通っている街並みにも新たな発見が
ありました。今後も、もっと八尾を知って、
そして未来に残していくため歴史楽校に参加
しようと意気込むはちのじメンバーでした。 
 

（はちのじ 坂倉 珠里さん） 



ご参加をお待ちしています！ 

河内の風はこちらで 

10/23 

(日) 

近鉄八尾駅・河内山本駅・久宝寺口駅・Potager・ 
八尾市内各出張所・八尾図書館・山本図書館・志紀図書館・
龍華図書館・市立病院・プリズムホール・ 
学習プラザめぐる・かがやき・ウイング・歴史民俗資料館・
教育サポートセンター・屋内プールしぶき・ 
まちなみセンター・サポートやお・ＦＭちゃお・つどい・ 
みらい・福祉会館・近畿労働金庫八尾支店・ 
大阪経済法科大学・八尾市立しおんじやま古墳学習館 

10/24 

（月） 

「情報プラザやお」放送 
地域密着型ラジオ番組 

10月15日(土)八尾北高等学校で開催！ 
「ビオトープ＆野外調理体験交流会」 
の様子をお送りいたします。 

山のレスキュー探検隊 

大阪経済法科大学の裏山にある 
竹林の整備をしながら、 
ツリーハウス作りなどを 
しています。 

大阪経済法科大学 
本部棟前集合・解散 

午前10時～ 10/27 
（木） 

時間 

場所 

誰でも自然ハカセになれる！ 

高安の森自然楽校 高安山の自然を通して 
森林ボランティアを養成する講座。 
今回は柏原市の高井田横穴古墳群 
周辺を散策します。 

10/22 
（土） 近鉄河内国分駅改札口集合 

柏原市国豊橋付近解散 

午前10時～午後3時 時間 

場所 

アウトドア派集まれ！ 

地域の方々と一緒に、 
絶滅危惧種「ニッポンバラタナゴ」 
の保全活動に取り組んでいます。 近鉄信貴山口駅 

改札口集合・解散 

午前9時30分～ 
11/６ 
（日） 

時間 

場所 

正午～、午後7時～、午後11時～ 時間 

ただいま、アニメイティッド会員募集中！                                                

年間会費：個人1,000円、市民団体2,000円、事業者5,000円、事業者団体10,000円                                                 

■問合わせ先 環境アニメイティッドやお事務局 ℡：072-924-9359  

10/16 
（日） 

ニッポンバラタナゴの生態を守る 
ために水質調査や生態調査を行い 
ます。 近鉄服部川駅改札口集合 

午前9時～ 

ニッポンバラタナゴ 

保護池の定期調査活動 

場所 

時間 

いきいき八尾 

環境フェスティバル  

西武八尾店、アリオ八尾、 
大阪経済法科大学 花岡キャンパス 

午前10時～午後4時00分（一部午後5時30分） 時間 

場所 

今月のオススメ 

歴史・名所の再発見！ 

八尾ふるさと 歴史楽校 名所・旧跡に触れ八尾の歴史
に親しんでいきます。 
今回は、国分から三郷までの 
「たつた越え」を歩きます。 

10/15 
（土） 近鉄河内国分駅改札口集合 

JR三郷駅解散予定 

午前9時30分～午後3時 時間 

場所 

★八尾のエコものづくり 
★環境ヒーローショー 
★八尾の自然とのふれあい 
          …etc. 


